
2803710月13日 曇 重 （1京都4） 第4日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時05分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

33 サウンドサンビーム 牡2黒鹿55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 468＋ 41：12．1 4．6�
44 ヴ ェ ー ラ 牡2芦 55 C．ルメール 山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504－ 2 〃 クビ 1．3�
78 タマモゼーゼマン 牡2鹿 55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B454± 01：13．05 39．9�
811 イッツマイビジネス 牡2栗 55

52 ▲団野 大成清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 440－ 21：13．21� 20．0�
22 ヴ ァ ー ユ 牡2鹿 55 戸崎 圭太野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 61：13．62� 14．7�
55 メイショウキソコマ 牡2栗 55 	島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 494± 01：13．92 42．0	
67 チ ュ ウ ア イ 牡2鹿 55 岩崎 翼西本 資史氏 西橋 豊治 新ひだか 原 弘之 442－ 21：14．0� 155．1

79 タガノウィリアム 牡2黒鹿55 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 61：14．53 13．9�
810 ナムラリュウグウ 牡2芦 55

52 ▲亀田 温心奈村 睦弘氏 牧田 和弥 日高 ナカノファーム 444＋ 41：14．6
 116．3�
66 ビ ナ ア テ ナ 牝2青鹿 54

52 △斎藤 新井之口二三雄氏 千田 輝彦 新冠 プログレスファーム 424± 01：19．3大差 83．7
11 コキュートス 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 むかわ ヤマイチ牧場 434＋141：20．89 80．5�
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売 得 金
単勝： 35，017，000円 複勝： 129，210，000円 枠連： 10，234，200円
馬連： 53，244，000円 馬単： 41，185，400円 ワイド： 46，053，400円
3連複： 86，346，200円 3連単： 187，516，500円 計： 588，806，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 110円 � 100円 � 320円 枠 連（3－4） 170円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 130円 �� 1，010円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 350170 的中 � 63023（2番人気）
複勝票数 計1292100 的中 � 96933（2番人気）� 1050328（1番人気）� 14100（6番人気）
枠連票数 計 102342 的中 （3－4） 44944（1番人気）
馬連票数 計 532440 的中 �� 221977（1番人気）
馬単票数 計 411854 的中 �� 46889（2番人気）
ワイド票数 計 460534 的中 �� 144433（1番人気）�� 8148（10番人気）�� 12642（9番人気）
3連複票数 計 863462 的中 ��� 39813（5番人気）
3連単票数 計1875165 的中 ��� 17441（23番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．4―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．9
3 ・（3，4）7（1，2）（5，11，8）－（6，10）－9 4 ・（3，4）－2（7，8）－（5，11）－（1，10）6，9

勝馬の
紹 介

サウンドサンビーム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．7．6 中京8着

2017．3．15生 牡2黒鹿 母 ハートアンドハート 母母 ハートサムデイ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 ビナアテナ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コキュートス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月13日まで平地競走

に出走できない。

2803810月13日 曇 重 （1京都4） 第4日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

810 レッドブロンクス 牡2黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 41：52．6 2．1�
44 モンサンイルベント 牡2鹿 55 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502＋ 41：53．02� 8．2�
33 ルベルアージ 牡2黒鹿55 武 豊前田 幸治氏 武 幸四郎 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 41：54．38 22．3�
55 マジックウォリアー 牡2鹿 55 和田 竜二吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 526＋ 61：54．61� 3．8�
11 ウェイヴァリー 牡2鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 61：55．13 4．9	
66 ダンツクォーレ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 470－ 21：55．63 22．5

22 アマノエリザベート 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 464－ 41：55．7� 46．8�

89 メイショウサフラン 牡2栗 55
52 ▲岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 424－12 〃 クビ 125．5�

78 イチザサンデー 牡2鹿 55 藤井勘一郎奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 544＋ 62：00．1大差 87．5
77 テーオーココナッツ 牝2青鹿54 酒井 学小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 484－ 62：06．1大差 50．5�
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売 得 金
単勝： 41，356，200円 複勝： 48，217，900円 枠連： 8，630，400円
馬連： 62，711，800円 馬単： 37，648，600円 ワイド： 47，044，700円
3連複： 96，128，000円 3連単： 158，646，100円 計： 500，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 200円 � 410円 枠 連（4－8） 920円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 380円 �� 830円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 413562 的中 � 158031（1番人気）
複勝票数 計 482179 的中 � 136193（1番人気）� 56643（4番人気）� 21314（6番人気）
枠連票数 計 86304 的中 （4－8） 7265（4番人気）
馬連票数 計 627118 的中 �� 57140（4番人気）
馬単票数 計 376486 的中 �� 22947（4番人気）
ワイド票数 計 470447 的中 �� 34600（5番人気）�� 14177（10番人気）�� 7511（14番人気）
3連複票数 計 961280 的中 ��� 19817（12番人気）
3連単票数 計1586461 的中 ��� 10067（37番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．6―13．0―13．0―12．8―12．7―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．4―49．4―1：02．4―1：15．2―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．4
1
3

・（1，4）（9，10）（5，6）7－（2，3）－8・（1，4）（5，9）10，6－（2，3）8，7
2
4
・（1，4）9（5，6，10）7－（2，3）－8・（1，4）（5，9，10）－6－2，3－8＝7

勝馬の
紹 介

レッドブロンクス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．2 阪神2着

2017．4．19生 牡2黒鹿 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザサンデー号・テーオーココナッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年11月13日まで平地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 京都競馬 第４日



2803910月13日 曇 重 （1京都4） 第4日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．5
1：20．3

良
良

46 � モズアーントモー 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill
Farm 514－ 21：23．3 3．1�

47 ソニックベガ 牝2黒鹿54 A．シュタルケ �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440－ 21：23．83 6．4�
（独）

11 シゲルキンセイ 牡2鹿 55
52 ▲岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 478± 0 〃 ハナ 129．3�

22 クリノアマリリス 牝2鹿 54
51 ▲団野 大成栗本 守氏 荒川 義之 日高 下河辺牧場 420± 01：23．9クビ 8．8�

58 ラ キ 牝2鹿 54 戸崎 圭太山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 440－ 8 〃 クビ 15．4	
23 メイショウノリムネ 牡2黒鹿55 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 480－101：24．0クビ 165．5

59 � サトノジヴェルニー 牡2栗 55 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 444± 0 〃 クビ 3．8�
610 スマートアペックス 牡2青鹿55 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 462＋101：24．21� 7．2�
34 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

51 ▲亀田 温心門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 454＋121：24．3クビ 72．0
35 ワイドダビデ 牡2栗 55 和田 竜二幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 468－ 81：24．93	 89．9�
814 レディオマジック 牡2黒鹿55 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 460＋121：25．32	 18．7�
611 ブルベアハロン 牡2栗 55

53 △斎藤 新 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 木村 秀則 460± 01：25．51	 269．3�
713 ファシネイティング 牝2青鹿54 M．デムーロ近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：26．45 39．1�
712 キ ラ ビ ヤ カ 牝2黒鹿 54

51 ▲服部 寿希岡田 牧雄氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 404＋ 2 〃 クビ 84．4�
815 タイガーサイレンス 牡2青鹿55 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 442＋ 21：26．5クビ 139．5�
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売 得 金
単勝： 40，097，700円 複勝： 66，447，200円 枠連： 17，777，000円
馬連： 76，161，400円 馬単： 34，778，500円 ワイド： 66，532，000円
3連複： 123，205，300円 3連単： 145，378，700円 計： 570，377，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 2，250円 枠 連（4－4） 1，020円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 450円 �� 6，610円 �� 12，500円

3 連 複 ��� 50，880円 3 連 単 ��� 169，180円

票 数

単勝票数 計 400977 的中 � 106136（1番人気）
複勝票数 計 664472 的中 � 152109（1番人気）� 85259（3番人気）� 5183（12番人気）
枠連票数 計 177770 的中 （4－4） 13470（5番人気）
馬連票数 計 761614 的中 �� 56393（3番人気）
馬単票数 計 347785 的中 �� 13975（4番人気）
ワイド票数 計 665320 的中 �� 41999（3番人気）�� 2450（43番人気）�� 1288（62番人気）
3連複票数 計1232053 的中 ��� 1816（103番人気）
3連単票数 計1453787 的中 ��� 623（361番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．1―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．6―46．7―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．6
3 ・（4，6）15（1，2）（10，9）（5，14）（8，12）（7，11）－3，13 4 ・（4，6）（1，2）（5，15，9）（10，14）（3，8，7）－（12，11）＝13

勝馬の
紹 介

�モズアーントモー �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．9．14 阪神2着

2017．2．20生 牝2鹿 母 A Footstep Away 母母 At the Half 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファシネイティング号・キラビヤカ号・タイガーサイレンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和元年11月13日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2804010月13日 曇 重 （1京都4） 第4日 第4競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

33 ノンライセンス 牝3黒鹿53 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 470＋161：10．9 5．1�
57 レッドシャーロット 牝4鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 464－ 41：12．07 2．6�
813 コパノジョウオー 牝3栗 53 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 8 〃 クビ 7．9�
45 モンテルース 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488＋181：12．1� 17．7�
812 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 アタマ 7．1	
22 エレスチャル 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋ 61：12．2クビ 48．5


11 スマートアテナ 牝3栗 53 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 448＋161：12．3� 7．7�
56 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋ 61：12．4クビ 47．4�

68 � ティアドーロ 牝5芦 55 畑端 省吾 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 486－ 21：12．61� 211．5

44 テイエムノサッタ 牝3黒鹿53 戸崎 圭太竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 476± 01：12．7クビ 14．8�
69 サイモンミラベル 牝5栗 55

53 △斎藤 新澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 492＋ 61：12．8� 14．4�
711 ルンルンキャット 牝3黒鹿 53

50 ▲亀田 温心�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 454＋101：13．65 27．6�
710 テイエムストーン 牝3鹿 53 松山 弘平竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 472± 01：13．91� 68．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，374，600円 複勝： 78，883，000円 枠連： 18，787，100円
馬連： 88，967，500円 馬単： 40，336，900円 ワイド： 72，839，300円
3連複： 140，240，400円 3連単： 169，191，400円 計： 653，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 110円 � 200円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 330円 �� 730円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 11，460円

票 数

単勝票数 計 443746 的中 � 68777（2番人気）
複勝票数 計 788830 的中 � 89935（3番人気）� 252350（1番人気）� 77673（5番人気）
枠連票数 計 187871 的中 （3－5） 19348（2番人気）
馬連票数 計 889675 的中 �� 77002（2番人気）
馬単票数 計 403369 的中 �� 15669（5番人気）
ワイド票数 計 728393 的中 �� 59288（1番人気）�� 23558（8番人気）�� 43283（4番人気）
3連複票数 計1402404 的中 ��� 51407（3番人気）
3連単票数 計1691914 的中 ��� 10696（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．0―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―46．8―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（2，9，11）（3，7，12）8（1，5）－（6，10）－13－4 4 ・（2，9，11，12）（3，7）8（1，5）6，10，13，4
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ノンライセンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．4．7生 牝3黒鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 5戦2勝 賞金 15，150，000円
〔制裁〕 モンテルース号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・13番）



2804110月13日 晴 重 （1京都4） 第4日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

良
良

23 キムケンドリーム 牝2鹿 54 C．ルメール 木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 444 ―2：03．1 12．9�
47 ベーリーオクルス 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 晴哉氏 橋口 慎介 安平 追分ファーム 486 ―2：03．42 32．1�
814 ディープボンド 牡2青鹿55 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 486 ―2：03．5� 9．6�
11 ソフトフルート 牝2黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ― 〃 クビ 6．5�
59 レッドラトゥール 牡2鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 478 ―2：03．6クビ 15．8�
611 ディープキング 牡2鹿 55 武 豊廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466 ―2：03．92 4．4	
610 ホウオウエクレール 牡2鹿 55 菱田 裕二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 486 ―2：04．32� 46．2

34 ユ メ イ ッ キ 牡2鹿 55 四位 洋文泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 440 ―2：04．51� 36．9�
713 ロ ナ ウ ド 牡2鹿 55 松若 風馬安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 408 ―2：04．92� 126．3�
46 クリノキングボス 牡2栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 462 ―2：05．11� 45．9
712 オーロラテーラー 牝2栗 54 幸 英明中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 488 ―2：05．52 154．9�
35 ベルラガッツォ 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484 ―2：06．24 2．3�
58 パ イ ナ ポ ー 牡2栗 55 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前田ファーム 436 ―2：06．94 86．1�
22 チ ェ ー ロ 牡2黒鹿55 藤懸 貴志東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 476 ―2：08．17 188．1�
815 キョウワビースト 牡2栗 55 �島 良太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 516 ―2：10．3大差 208．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，566，200円 複勝： 65，218，900円 枠連： 15，480，800円
馬連： 88，035，700円 馬単： 41，154，100円 ワイド： 67，471，400円
3連複： 133，099，900円 3連単： 159，704，200円 計： 628，731，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 730円 � 230円 枠 連（2－4） 5，900円

馬 連 �� 12，220円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 1，660円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 29，500円 3 連 単 ��� 189，190円

票 数

単勝票数 計 585662 的中 � 38356（5番人気）
複勝票数 計 652189 的中 � 48329（5番人気）� 20285（7番人気）� 86798（4番人気）
枠連票数 計 154808 的中 （2－4） 2033（22番人気）
馬連票数 計 880357 的中 �� 5579（30番人気）
馬単票数 計 411541 的中 �� 1540（50番人気）
ワイド票数 計 674714 的中 �� 5495（29番人気）�� 10570（18番人気）�� 7403（23番人気）
3連複票数 計1330999 的中 ��� 3383（76番人気）
3連単票数 計1597042 的中 ��� 612（432番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．4―12．9―12．8―12．7―12．5―12．3―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．3―49．2―1：02．0―1：14．7―1：27．2―1：39．5―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
・（7，10）－（2，9，11）12，3（5，14）1，8－13－（15，4）6
7（10，11）14（9，12）（2，5）3（8，4）（1，13）6－15

2
4
7，10（2，11）（9，12）（3，14）5，1，8－13（15，4）6・（7，10，11）（9，14）12（3，5）（1，4）13，8，6，2＝15

勝馬の
紹 介

キムケンドリーム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2017．5．19生 牝2鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワビースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月13日まで平地

競走に出走できない。

2804210月13日 晴 重 （1京都4） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

55 キングスクロス 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468± 01：51．6 4．2�
33 キャノンバローズ �3鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 446± 0 〃 ハナ 17．2�
66 ハクサンライラック 牝3栗 53

50 ▲団野 大成河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 486－ 41：51．81 5．9�
11 プエルタデルソル 牡5栗 57 福永 祐一前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：52．12 2．1�
77 モダスオペランディ 牡3鹿 55 和田 竜二ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 21：53．69 6．4�
88 サンライズアカシア 牡3鹿 55 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 476＋ 21：53．81� 7．0�
44 	 クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲岩田 望来栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 432－ 41：54．86 89．0	
22 マリアスパン 牝4鹿 55 酒井 学 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 81：56．7大差 48．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，840，200円 複勝： 55，559，800円 枠連： 発売なし
馬連： 72，588，800円 馬単： 42，950，200円 ワイド： 48，008，200円
3連複： 83，134，000円 3連単： 198，005，600円 計： 542，086，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 400円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 780円 �� 480円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 31，380円

票 数

単勝票数 計 418402 的中 � 77985（2番人気）
複勝票数 計 555598 的中 � 91538（2番人気）� 29806（6番人気）� 73203（3番人気）
馬連票数 計 725888 的中 �� 19025（12番人気）
馬単票数 計 429502 的中 �� 6325（22番人気）
ワイド票数 計 480082 的中 �� 15528（12番人気）�� 27296（7番人気）�� 11855（14番人気）
3連複票数 計 831340 的中 ��� 10935（17番人気）
3連単票数 計1980056 的中 ��� 4574（94番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．2―12．6―12．6―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．7―47．9―1：00．5―1：13．1―1：25．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3

・（3，8）6－（2，7）4－5－1・（3，8）6－（5，7）2，1，4
2
4
・（3，8）6－（2，7）4－5－1・（3，6）8－5－（1，7）－2，4

勝馬の
紹 介

キングスクロス �

父 エンパイアメーカー �


母父 Montbrook デビュー 2018．1．21 京都6着

2015．3．17生 牡4黒鹿 母 ジャルダンⅡ 母母 Unlimited Pleasure 15戦1勝 賞金 17，550，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリアスパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月13日まで平地競
走に出走できない。



2804310月13日 晴 重 （1京都4） 第4日 第7競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

79 ティグラーシャ 牝3黒鹿52 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 22：13．8 3．1�
67 ショウリュウイクゾ 牡3栗 54 戸崎 圭太上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B494＋ 62：13．9� 4．5�
811 パ ト リ ッ ク 牡3鹿 54 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 468＋ 62：14．11	 4．1�
11 
 ココナッツスルー 牝4黒鹿 55

53 △斎藤 新飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 454± 02：14．63 12．6�
44 ヤマカツシシマル 牡3青鹿54 荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 478＋142：14．91� 46．3	
22 モ イ 牝3黒鹿 52

49 ▲団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 376－ 8 〃 アタマ 19．4


810 アルデエンブレム 牡3栗 54 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 474± 0 〃 クビ 101．1�
33 フランクリン 牡3青 54 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋142：15．21� 4．4�
78 エレヴァルアスール 牡3黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B494＋ 22：15．51� 17．1
66 
 ピンクスパイダー 牡5鹿 57 小牧 太廣松 金次氏 服部 利之 日高 北田 剛 440± 02：16．03 46．1�
55 
 ルミナスコースト 牝5鹿 55 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 千歳 社台ファーム 432－ 42：19．5大差 336．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，035，700円 複勝： 74，171，700円 枠連： 13，487，800円
馬連： 107，900，300円 馬単： 47，657，400円 ワイド： 74，521，700円
3連複： 154，413，000円 3連単： 219，363，400円 計： 742，551，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 350円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 510357 的中 � 129948（1番人気）
複勝票数 計 741717 的中 � 159524（1番人気）� 119750（3番人気）� 150534（2番人気）
枠連票数 計 134878 的中 （6－7） 23357（1番人気）
馬連票数 計1079003 的中 �� 148975（1番人気）
馬単票数 計 476574 的中 �� 35236（1番人気）
ワイド票数 計 745217 的中 �� 64179（2番人気）�� 73113（1番人気）�� 51346（4番人気）
3連複票数 計1544130 的中 ��� 162410（1番人気）
3連単票数 計2193634 的中 ��� 50352（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．4―12．4―12．6―12．9―12．6―12．2―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―35．5―47．9―1：00．3―1：12．9―1：25．8―1：38．4―1：50．6―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
・（5，10）4－9－11（3，7）－（1，2）－8－6・（5，10）9（4，11）7（3，2，1）－8，6

2
4
・（5，10）－4，9＝11，7，3（1，2）－8－6
10，9（4，11）（7，1）2（5，3，8）6

勝馬の
紹 介

ティグラーシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．12．9 阪神1着

2016．2．28生 牝3黒鹿 母 シーズアタイガー 母母 Shandra Smiles 5戦2勝 賞金 20，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルミナスコースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月13日まで平地

競走に出走できない。

2804410月13日 晴 重 （1京都4） 第4日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

67 トウカイオラージュ 牡3栗 55
53 △斎藤 新内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 466－ 21：24．3 8．2�

33 コパノマーティン 牡3黒鹿55 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 494＋16 〃 クビ 6．7�
710 ナムラシェパード 牡3鹿 55 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 480＋ 61：24．51� 5．8�
22 ペプチドオリバー 牡3栗 55 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 472＋221：24．6� 95．1�
812 ド ラ セ ナ �4黒鹿57 中谷 雄太林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 474＋ 2 〃 同着 11．0�
56 アシャカリアン 牡5栗 57 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 476± 01：25．13 42．4�
68 モルトグランデ 牡3黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 508－ 61：25．31 53．0	
44 マイネルプリサイス 牡3栗 55 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 480± 01：25．51 68．0�
79 クオンタムシフト 牡3鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 508＋141：25．6	 20．4
55 キセキノツヅキ 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 468－ 21：26．13 9．4�
811 メイショウオニテ 牡3青鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 2 〃 アタマ 3．7�
11 グランドビクトリー 牡3栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484± 01：26．2クビ 4．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，359，400円 複勝： 82，767，200円 枠連： 19，709，600円
馬連： 117，503，700円 馬単： 48，498，300円 ワイド： 80，042，200円
3連複： 166，867，500円 3連単： 210，057，700円 計： 779，805，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 270円 � 210円 � 190円 枠 連（3－6） 2，630円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 920円 �� 910円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 27，910円

票 数

単勝票数 計 543594 的中 � 52634（5番人気）
複勝票数 計 827672 的中 � 72436（6番人気）� 101215（4番人気）� 125833（3番人気）
枠連票数 計 197096 的中 （3－6） 5797（15番人気）
馬連票数 計1175037 的中 �� 33990（15番人気）
馬単票数 計 484983 的中 �� 7155（29番人気）
ワイド票数 計 800422 的中 �� 21846（16番人気）�� 22244（15番人気）�� 37159（6番人気）
3連複票数 計1668675 的中 ��� 29734（18番人気）
3連単票数 計2100577 的中 ��� 5455（108番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．1―12．2―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．5―47．7―59．9―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．6
3 ・（7，11）（1，12，10）3，2，4，9，5，8－6 4 ・（7，11，12）10（1，3）2，4（5，9）8，6

勝馬の
紹 介

トウカイオラージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．7．28 小倉2着

2016．5．1生 牡3栗 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 10戦2勝 賞金 17，350，000円



2804510月13日 晴 稍重 （1京都4） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

し ぎ く

紫 菊 賞
発走14時25分 （芝・右）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

良
良

44 ロールオブサンダー 牡2栗 55 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 486＋ 22：03．4 8．7�
22 ブルーミングスカイ 牡2鹿 55 川田 将雅島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 82：03．5� 2．3�
33 ジュンライトボルト 牡2鹿 55 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 22：03．92� 6．9�
77 チュウワノキセキ 牡2鹿 55 M．デムーロ中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．0� 4．7�
11 ソウルトレイン 牡2芦 55 C．ルメール 安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 42：04．21� 7．0�
55 シャンドフルール 牝2黒鹿54 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 22：04．62� 7．0	
66 	 ガミラスジャクソン 牡2青鹿55 石堂 響藤井 猛氏 長南 和宏 日高 坂 牧場 448＋ 32：07．5大差 99．4


（兵庫） （兵庫）

（7頭）

売 得 金
単勝： 76，589，800円 複勝： 65，827，800円 枠連： 発売なし
馬連： 113，747，800円 馬単： 62，936，100円 ワイド： 60，984，700円
3連複： 112，822，000円 3連単： 304，983，400円 計： 797，891，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 300円 �� 570円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 765898 的中 � 74612（6番人気）
複勝票数 計 658278 的中 � 64850（6番人気）� 250181（1番人気）
馬連票数 計1137478 的中 �� 99438（5番人気）
馬単票数 計 629361 的中 �� 20764（10番人気）
ワイド票数 計 609847 的中 �� 53209（5番人気）�� 23806（13番人気）�� 69794（2番人気）
3連複票数 計1128220 的中 ��� 73744（7番人気）
3連単票数 計3049834 的中 ��� 25095（44番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．8―12．8―12．8―12．8―12．3―12．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．6―50．4―1：03．2―1：16．0―1：28．3―1：40．3―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1
1
3
4，1（2，5）6，3－7・（4，1）5，2，3（7，6）

2
4
4，1（2，5）（3，6）－7・（4，1）5（2，3）7，6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロールオブサンダー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．7．21 中京1着

2017．4．14生 牡2栗 母 ミッキーハナコ 母母 サウンドザビーチ 2戦2勝 賞金 17，147，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2804610月13日 晴 稍重 （1京都4） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

さ ん ね ん ざ か

三 年 坂 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．3

良
良

69 ヴァンドギャルド 牡3鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478＋ 81：33．7 1．7�
711 シベリアンタイガー �8鹿 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 484＋ 61：34．12	 273．6�
45 ミッキーバディーラ 牝3鹿 53 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 470＋ 81：34．31 10．6�
68 ロ ケ ッ ト 牝4栗 55 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋10 〃 クビ 14．7�
710 フォークテイル 牝3鹿 53 池添 謙一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 ハナ 12．4�
812 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 C．ルメール�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：34．4
 10．3	
33 レティキュール 牝3鹿 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 クビ 7．2

57 イルヴェントデーア 牝3鹿 53 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 442－ 2 〃 ハナ 35．2�
56 ギ ル マ 牡3鹿 55 三浦 皇成杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 484－ 21：34．61 77．5
44 スラッシュメタル 牡4鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456－ 21：34．7	 22．1�
11 ドラグーンシチー 牡4鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 488± 01：34．91 11．5�
22 � アメリカンワールド 牡4栗 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 472＋ 2 〃 クビ 127．9�
813 ミトノマルーン 牡3黒鹿55 武 豊ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 81：35．11� 34．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 90，525，500円 複勝： 119，417，000円 枠連： 39，235，100円
馬連： 195，288，600円 馬単： 96，494，300円 ワイド： 136，590，000円
3連複： 301，712，900円 3連単： 463，990，400円 計： 1，443，253，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，590円 � 220円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 28，950円 馬 単 �� 30，100円

ワ イ ド �� 10，650円 �� 390円 �� 22，860円

3 連 複 ��� 66，020円 3 連 単 ��� 341，160円

票 数

単勝票数 計 905255 的中 � 405938（1番人気）
複勝票数 計1194170 的中 � 427579（1番人気）� 6785（13番人気）� 119450（3番人気）
枠連票数 計 392351 的中 （6－7） 32235（5番人気）
馬連票数 計1952886 的中 �� 5227（48番人気）
馬単票数 計 964943 的中 �� 2404（72番人気）
ワイド票数 計1365900 的中 �� 3076（57番人気）�� 102377（2番人気）�� 1427（70番人気）
3連複票数 計3017129 的中 ��� 3427（130番人気）
3連単票数 計4639904 的中 ��� 986（630番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―12．0―11．9―11．2―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．1―47．1―59．0―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．7
3 8（3，10）（1，9，11）13（4，2，5）7（6，12） 4 8（3，10）（1，9，11）13（4，2，5）7，6，12

勝馬の
紹 介

ヴァンドギャルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Motivator デビュー 2018．9．22 阪神1着

2016．2．20生 牡3鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 8戦3勝 賞金 53，463，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2804710月13日 晴 稍重 （1京都4） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第24回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．8
1：56．1
1：56．9

良
良
良

35 クロノジェネシス 牝3芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452＋201：59．9 6．9�
48 カレンブーケドール 牝3鹿 55 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464± 02：00．22 5．6�
714 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 464＋ 42：00．41� 27．0�
59 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：00．5� 58．3�
47 ビーチサンバ 牝3黒鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 13．5	
36 ローズテソーロ 牝3青鹿55 横山 典弘了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 450＋ 22：00．71 94．2

23 ブランノワール 牝3鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 42：00．91� 33．4�
11 ダノンファンタジー 牝3鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：01．0� 3．5�
817 エスポワール 牝3栗 55 A．シュタルケ 近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 6．5

（独）

816 パッシングスルー 牝3鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470－ 62：01．1クビ 18．5�
510 シェーングランツ 牝3青鹿55 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋102：01．73� 47．6�
24 トゥーフラッシー 牝3鹿 55 幸 英明西森 功氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 462± 02：01．8� 211．5�
713 サトノダムゼル 牝3鹿 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444－ 42：01．9� 14．3�
818 シングフォーユー 牝3鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 166．0�
715 コントラチェック 牝3黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：02．0	 9．6�
611 フェアリーポルカ 牝3鹿 55 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 22：02．42� 15．7�
612 レッドアネモス 牝3鹿 55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 492＋182：05．1大差 210．3�

（17頭）
12 メイショウショウブ 牝3栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 505，619，600円 複勝： 586，007，900円 枠連： 319，373，200円
馬連： 1，634，870，500円 馬単： 617，470，000円 ワイド： 908，147，800円
3連複： 2，954，392，300円 3連単： 4，223，364，300円 計： 11，749，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 190円 � 550円 枠 連（3－4） 1，680円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，120円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 70，970円

票 数

単勝票数 差引計5056196（返還計 317） 的中 � 581354（4番人気）
複勝票数 差引計5860079（返還計 414） 的中 � 659420（3番人気）� 966545（2番人気）� 223950（10番人気）
枠連票数 差引計3193732（返還計 96） 的中 （3－4） 147102（8番人気）
馬連票数 差引計16348705（返還計 2049） 的中 �� 581127（6番人気）
馬単票数 差引計6174700（返還計 866） 的中 �� 93456（14番人気）
ワイド票数 差引計9081478（返還計 2017） 的中 �� 343722（4番人気）�� 107329（29番人気）�� 105209（30番人気）
3連複票数 差引計29543923（返還計 7747） 的中 ��� 146009（50番人気）
3連単票数 差引計42233643（返還計 10177） 的中 ��� 43144（248番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．8―11．9―12．7―12．5―12．0―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―34．6―46．4―58．3―1：11．0―1：23．5―1：35．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．4
1
3

・（7，15）（1，16）12（3，5，8，11）（6，13）（9，17）14（4，18）10
7，15（3，1）（5，16）11（8，12）9，17－（6，13）14（18，10）4

2
4

・（7，15）－（1，16）（3，12）5（8，11）9，6－（13，17）14（4，18）10
7（15，1）3（5，16）（8，9，11）17（14，13）（6，12，10）4，18

勝馬の
紹 介

クロノジェネシス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．2 小倉1着

2016．3．6生 牝3芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 7戦4勝 賞金 249，934，000円
〔出走取消〕 メイショウショウブ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 シゲルピンクダイヤ号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）

カレンブーケドール号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについ
て過怠金30，000円。（被害馬：5番）
クロノジェネシス号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2804810月13日 晴 重 （1京都4） 第4日 第12競走 ��
��1，800�

へいじょうきょう

平城京ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．6

重
重

66 コマビショウ 牡4黒鹿57 川田 将雅小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488± 01：50．9 3．7�
77 グレートタイム 牡4黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 クビ 3．9�
33 レッドフレイ 牡4黒鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：51．22 3．7�
89 メイショウエイコウ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 458－ 21：51．41 13．3�
55 エムオーグリッタ 牡5鹿 57 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B492－101：51．5	 15．4�
22 ウインユニファイド 牡7黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B526＋ 21：51．81
 36．0	
11 カ レ ン カ カ 牡5芦 57 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 7．2

44 メイショウタチマチ 牝6鹿 55 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504± 0 〃 ハナ 23．9�
88 クイックファイア 牡4鹿 57 藤岡 佑介下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470－ 41：52．11	 8．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 116，731，500円 複勝： 142，226，400円 枠連： 34，861，000円
馬連： 237，129，400円 馬単： 107，896，200円 ワイド： 166，619，900円
3連複： 335，456，700円 3連単： 596，438，300円 計： 1，737，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計1167315 的中 � 250386（1番人気）
複勝票数 計1422264 的中 � 266710（1番人気）� 264817（2番人気）� 248337（3番人気）
枠連票数 計 348610 的中 （6－7） 40608（1番人気）
馬連票数 計2371294 的中 �� 275467（1番人気）
馬単票数 計1078962 的中 �� 56189（3番人気）
ワイド票数 計1666199 的中 �� 168738（1番人気）�� 136716（2番人気）�� 123244（3番人気）
3連複票数 計3354567 的中 ��� 320618（1番人気）
3連単票数 計5964383 的中 ��� 91862（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―12．7―12．9―12．7―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．9―48．6―1：01．5―1：14．2―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3
3，4，5（1，8，9）（2，7）－6・（3，4，5）（1，8，9）6（2，7）

2
4
3，4，5（1，8）9，2，7－6・（3，4）5（1，8，9）6（2，7）

勝馬の
紹 介

コマビショウ 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．22 京都7着

2015．5．7生 牡4黒鹿 母 サウンドバイト 母母 リュドゥパーム 17戦4勝 賞金 79，717，000円



（1京都4）第4日 10月13日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 141頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

371，270，000円
26，520，000円
6，400，000円
44，960，000円
58，055，250円
4，295，000円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
1，156，113，400円
1，513，954，800円
497，576，200円
2，848，149，500円
1，219，006，000円
1，774，855，300円
4，687，818，200円
7，036，640，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 20，734，113，400円

総入場人員 35，344名 （有料入場人員 33，527名）
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